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畑地濯概の特質と今後の課題 （II)

関東大規模畑地濯概地帯の土地改良区の組織と機能一一

千賀 裕太 郎
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4. むすひ

関東地方の大規模畑地濯灘考察の視点

これまで，土地改良事業として，畑地帯’のj涯i餌排水：事業が数多く実施されてきた。

そのなかには，戦後早い時期に開始され，すでに安定した成果をあげている地区も少

なくなL、。愛知用水， 豊川用水などはその代表的事例lであり ，これらについては，す

でに多くの研究報告が出ている。

しかしながら，関東地方の大規模畑地濯瓶事業は，比較的近年の実施事例が多く，

いわばその定着も，現在進行形であり，また今後においても，“台地口陵地の水利

化”刊を命題として，続々と事業活手が計画されている。
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ここで，関東地方，とりわけ大規模畑地様瓶事業が実施され，関連県営，団体営の

線工事及び面工事が進行中ないしほぼ完了しつつある地域 （本項では，「群馬用水土

地改良lベ」を中心に取りあげる）について，その実態調査をへースにしな泊、ら土地改

良l玄の組織及ひその行動を中心に分析を行い，今後の課題を整理しておくことは意義

ある ことと考えられる。

というのは，とりわけ関東地方とし、う ー」定圏域の特色ある地万における大規模畑地

様税事業にかかわる分析と Lづ点及び水凶単作地帯の議瓶事業で（まなく，従来から営

まれてきた畑作地帯における濃淑排水事業にかかる分析と L、う点，この二点が相互に

からみあって，関東地方の大規模畑地濯瓶事業地区の特色を浮かびあがらせていると

考えられるからである。

“特質”につしては，本報の以下の項で洋述されるところであるが，ここで要約的

に考察の前提条件を整理すれば次の通り である。

第 1に，地形的条件である。火山灰性土壌におおわれた広大な洪積台地上に展開す

る畑地帯は，その広がりの大きさとともに， 樹絞状に伸びる小河川開析谷地の水仕i地

医が介在すると L、う地理的特徴をもち，多くの場合これら畑地と水回とカ‘同ーの大規

模潅瓶事業区域の受益地として位杭つけられている こと。

第2に，気象条件である。冬の降l河量は僅少だが，路夏には雷雨等の降雨が期待で

き，日照時間が長いこととあいま って，イモ，マメ等の比較的粗放管理の天水畑作が

営まれてきた。このため経釘内容の変革（作自転換，資本装備）の展望なくして，畑

地1蓬i既導入のインセ／ティフに乏しL、。“保険的畑かん”の進i既施設利用レへんで：工‘

積極的に受益者として事業に参加する動機は生まれにくい気象条件にあるということ

である20 

なお，気象条件としては．冬期から春先の風の強さも守特寄モされなlナれ：工ならtn,、

であろ．〉。いわレ〉る “赤城fゴろし

にとつて，深刻な問題を提起してL、る。午に数 JOmmの表イが消失する地区もめず

らしくなL、。進水による土壌保全効果が卜分に見込まれるブi，風による海水効エ干の

低下も，この地域の特徴である。

第3に，水iJJ;（の確保と1撃1概範設の整備による開拓開$［！で：ttcく，前報3に示したよ

うに，経営構造改善型 （第 V額型）の畑地濯瓶事業が関東地h大規模畑地濯獄事業

のほとんどを占めることである。このことは，関東地方の農地が，言l来むしろ台地行

陵地の天水畑地を主としてきたことから，当然の」こと である。近世までの段村：1，台

地と谷地との緩点に集洛をかまえて，台地との知l作と任地田の水稲という，復合的農

耕社会であったと考えられるが，ニとに関東では．台地畑作のウェイトカ‘品かった。

したがって，台地上．または台地縁辺部の集落は，水間単作地’常の集落に比べて水利

共同体としての性格が薄しなど，土地改良区の設立，運営；こ当たって，水用地需とは
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異なった困難が存在することである。

以上の前提条件を念頭に置きつつ，論じていきたい。

2. 水管理団体としての畑地帯土地改良区の機能

水公団管理地区を中心tこして一一

1) 土地改良区の 2つの機能

一般に水利施設の管理段階にある土地改良区は， 2つの機能を有している。

第 1に，水源施設及び取水施設を含む，基幹施設の管理及びその目的である河川流

水の貯留，取水，導水の機能である。当然のことながら，この場合， 土地改良医は，

一方で受益農家からの給水要望に最大限答えようとし他方で河川利水の当事者とし

て，他種利水，治水等との水利調整を行う。すなわち基幹胞設管理者及び河川利水者

としての土地改良区の機能である。

第2に， 支派線水路，分水施設の管理及び同 レベノしま での水管理，水利用調整の機

能である。さらに闇場の営農レヘノレにまで。土地改良七くの関与，指導が及ぶ場合もあ

る。

土地改良区のなかには，上の 2つの機能を合わせもつものもあれば，別個の組織と

してそれぞれ独立ーしている場合もある。また上の第 1の機能をもっ大規模土地改良区

の内部に第 2の機能をもっ単数または復数の土地改良区が重復して存在している場合

もある。この場合，上位の土地改良区は土地改良区連合の名称をもつことが多レ。

2) 水公団と上地改良区の機能分初

利根川のような水資源開発促進法に基つく指定水系において実施された大規模畑地

濯殺事業では， 水源施設，取 導水施設の幹線部分のL事及び管理は，水資似開発公

団がその主体となる場合が多い。水資源開発公団が，上述の土地改良区の第 lの機能

の過半を受けもつことになるわけである。

受益者団体としての土地改良区は当然ながら設立されるが，胞設管理段階では，上

述の土地改良区の第2の機能を中心に受けもつことになる。大規模畑地濯概事業の受

益農地は，数千 haに及ぶから，全体で組織される土地改良区の規模は大きなものに

なるが，機能としては，支派線水路 分水施設部分の管Fl'.及び内部の水平lj調整にウェ

イトが置かれ，大規模土地改良区でありながら，必要に応じて末端園場 レベルの水管

理 営農調整にまで， Hをゆきとどかせることができる条件が生まれる。

3) 用水営農への指導援助

群馬用水土地改良区は，まさにこのような条件下にある土地改良区である。群馬用

水土地改良区の特徴は，要約的に言って，水利施設の維持管尾及び水使肘の内部調整
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に加えて，“営農改善指導”が精力的に行われていることである。このことほ，水悶

単作地帯土地改良区との本質的相違と考えてよしように忠われる。水田地予告における

濯瓶事業導入：；地域の作目転換をはじめとする営農構造転換を必ずしも必要としな

い。水利用の伝統：:t. A定の組織的改編を受けつつ存続される。

畑地濯瓶事業の場合には，すでに前線に詳述したとおり，天水営農から，用水営農

への経営転換が要求される。しか も， 一般に こうした地区に：土水利用の伝統ぱな

し地域の水利用組織も旧来のものは期待しえない。そ もそも水問地帯の集落は，六

くから．水田稲作のための集団的水利用を組織的中心機能とした水利共同体としての

性格をもっていた。 （この ことは，新潟県蒲原平野における水固と水管理の基礎単位

としての集落の成立過程を明らかにした川尻裕一郎氏の論文に詳しい。）＇＇畑地獲j簡の

場合には，個別畑作農家の水使用の開始，最小水利単位地反の水平lj組織の設立など，

用水営農定着までの，末端レヘノしのいわばテイクオフ プロセスが，上部団体等の指湾

援助なしにほ困難とレ うことである。

用水営農開始の指導媛助は， しからば，どこが受けもつべきであるのか。このこと

を考える場合に，畑地濯瓶事業の受益地区の分布ノミター／を考慮しなければならな

L、。

水団地帯の場合には，用排水の地域的規制を強く受けて．一定の地理的まとまりを

もった地域内の大むね全ての水出が受位地となることが一般的である。水田を対象と

した獲j既排水事業の受益地は， したがって，市町村等の行政区域との斉合性を良好に

保つことができる。水間受益地か地域的同一性を強くもっと換言 してもよい。 この場

合には，市町村や農業改良普及所等の地方行政組織がその行政管理区内の全ての農家

を対象とした農業施策や営農指導 援助が行われるのが一般的である。土地改良iιこ

は，過大な無効放流が起こらぬように，きめ細かL、分水操作を行ったり，水稲作期の

調整や渇水時には必要に応じて番水等の水利調整を指導し実施するなどが，主な任務

として任されるのである。

これに対して，新規畑地濯瓶事業の場合には， どの区域のどの畑地（団地）が受益

地に編入されるかについて，耕作農家の白 由意、走、に依存するウェイトが高い。もちろ

ん，水路ンステムの建設コストの面から，受益地の集団化カ‘望まれるのであるが，

イプラインンステムをとる今日の畑地濯概ンステムにあって：:t，受益地分散性への「1

由度l工大きいものがある。まして国営クラスの大規模畑地濯殺事業の受益地は広妓に

分散したパタ ーンをとる傾向が強く，水田に比べて，市町村等の行政区域との斉合t'I

に乏しく，地縁性，地主主的向 性の確保l:i比較的困難となる。このため，畑地濯概受

益地への各種の指導緩助を，市町村や農業改良常及所等の地方行政が行うにしても，

ある特別な区成への胞策と L、ぅ制約的なものにならざるを得なレ。そこに，土地改良

区が用水営農指導をとりくむこととなるひとつの必然、性を見出すことが出来る。
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4) 土地改良区の財政基盤の確立

土地改良区としては，その財政基盤の縫立の観点からも，個々の受位者の用水営農

開始とその後の発展を助けよ うとする。もちろん，土地改良法の建て前からは，すで

に各受益者が同意した土地改良賦課金を支払うことは絹合員としての義務であるが，

その具体的な徴収実績は，実際の受益発生の有無 （施設が完成してレても実際に水を

使っているか否か）及ひその程度に左右される。このため，負担金の償還当初に，畑

地理Ii既地区の土地改良区は，未収負担金問題に頭をなやまし，行政とタイアップしつ

つも，独自の用水営農指導に乗り出すことになる。群馬用水土地改良区や同じ群馬県

内の薮塚台地土地改良区がその良レ例である。水田地帯土地改良区にはない，土地改

良区の新たな機能が，畑地帯土地改良区に求められるわけである。

このことをよく自覚した土地改良区は，畑地獲瓶事業の発展に伴って，土地改良区

自らの存立基盤を確固たるものにしていくであろう。さ らにそのうえに， 営農指導を

通じて， 受益農家と の関係をより密接に，より広レ分野で強め，やがて市町村，農

協，農業改良普及所等の地方団体を横につなくオノレカナイザーとしての立場を築L、て

いくことも可能と考えられる。後述のとおり，群馬用水土地改良区は，そのような存

在になりつつあり，またすすんで“群馬用水祭り”を主催するなど，地域に独特の“水

文化”の社会的伝統を，今後築いていくのではないかと，期待されるのである。

3. 畑地帯土地改良区の組織

群馬用水土地改良区に学ぶ

1) 群馬用水の概要

水管理団体としての畑地帯土地改良区が， L、かなる機能を果しているか，また果す

ことが求められるのかを，前項で大田告示した。この項では，これを具体的に，主と し

て群馬用水土地改良区の組織とその活動の調査結果から，跡づけてみよう。

群馬用水土地改良区は，昭和38年 4月に設立された。翌年，水資源開発公団営事業

として群馬用水事業が着工， 44年に完了し，その後県営濯瓶排水事業，県営園場整備

事業，構造改善事業が実施され，面工事を含めこれら事業はおおむね完了している。

受益面積 7,500ha, うち開田 400ha （当初~ 4,000 haであったが44年からの開田抑制lで

10%のみが田畑輪換回 として開発された。），畑地濯概 3,700 ha，旧水田補給約 3,300

haで， 3市町10ヵ村に及ぶ大規模な地践である。

群馬用水の地域は，関東平野の西北端，坂東太郎の豊かな流れの両岸にその容姿を

誇る赤城，榛名，子持の二三山の山麓一千告で，群馬県の中央部農業地帯である。この地

方は火山麓特有な高燥な丘陵台地で利恨川に向って緩傾斜をなし， 七壌は火山灰質の

軽しような土壊で，下層は火山噴出物の岩砕で形成されてL、ることから透水性が高く

常習的に早害を蒙り，殆んどの農家が養蚕を主体とした畑作中心の経営をしていた。
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また赤城 僚名両山より放射状に無数に流れる渓流に沿った谷津には． この水を利用

した棚田が細長く作られ主iこ自給米合生産していた方、 水利の随設も特；こなく収量も

少なく．経営：:t憾めて低水準であった。

鮮馬用水事業（工， このような地域で，利根川総合開発計画の一環として， と述の農

業開発を行うとともに．地域住民の生活用水として欠くことの出来ない水道用水の確

保によ って，地域の生活環境の整備と農業の近代化をばかり 牛産性の向上を期するニ

とを目的としたものである3。

2) 群馬用水土地改良区の組織

① 関連する地減組織

群馬用水土地改良区に関連する組織は， 2で明らかにした土地改良区の機能に対応

して，水利施設管理ないし用水管却のための地域組織 と 営農改善のための地域組織

とに分類される。

a) 水平IJ施設ないしlt1水管理のための地域組織

水利施設管理なL、し用水管理のための地j或組織は第 1凶のとおりである。その aか

らdまでの組織は，水資源開発公n1の管思する幹線水路区間にかかる組織であり， e

からJまでの組織は群馬用水土地改良区の管理する支線水路反間及ひ末端部必レへん

にかかる水管理組織である。

一般の農業水利地区にあっては，タム， Jill首てから幹線水路， 支線水路に至るまで

ことごとく土地改良区の管埋となる場合が多いがー水資源開発促進法；こ基ついて指定

された水資源開発水系である利恨川では， 本地区のように水資源開発公団と土地改良

区に管理区間が区分されている。

その長所l工，土地改良区泊‘支線及び末端集落レへんの水管理iこ専念できること．用

水営農の推進にも力を注（干ることである。

一方問題点がなレわけでほなL、。第 1は土地改良区及び受益農民の水に対する権利

意識が，ややもすると稀薄となることである。

水資源開発公団：ま．いわ：正水供給者として土地改良区農民；ニ窓識され，オ地改良［ベ

農民は，自らを単なる水消費者として意識するようになる。（幹線から末端まで同一

主体 ど土地改良医〉が管理する場合にあって；主，“手IJ水者” として，供給者 消費者

の関係は未分化の状態にある。）ノド供給者は，河川に直媛水平IJ権をもっ者として他の

水利使用者との水利調整の当事者となるが，これから水の供給を受ける水消費者（工，

jaj川法に基づく 水利権者としての位世づけを受けなL、場合が多い。こうして，受益農

民は，水資源開発公団iこ対して，契約に室長つく債権者に煩似した立場に近づく可能性

があり ，水資源開発公団は，同様に受益段民に対して債務者としての立場及び河川管

理者や他の水利使用者に対しては，直接当事者（木利権者）としての立場に近つく。



77 千賀畑地濯殺の特質と今後円課題けIi

群馬用水利水協議会

群馬用水の利水．村！万一

ー州 連絡等について’系議

（群用，西ろし企業

局，県）

群馬用水管理組織図

b 

第 1図

a I群馬用水管理運営協議会

公［＇flの諮問に比；じて地

ぷ管理の運’日を審議す

る（公団，札土地改

良区により組織）

-,; 

土地改良区の管理に

必要な事項を審議し

て用事長に符申する

（用事で組織する）

管理委員会

管内地1i立
公日l，県')j(• その他の関

連事業の施設のうち委
託のあ った施設

群馬用水土地改良区部

上の協議会の付記

により配水につい

て審議，管理所長

に意見をiiべる。

水i!!ic 

？？理区の水利用計画

について審議して管

理区長に符rjl （班長．

組長で組織）

水利調整委員会h 管 理 区 （17)

土地改良区が管理する

施設のうち末端地I没の

管珂Ni.ぴ賦課金の徴収

（関係市町村単位）

g 水資源開発公団群馬用水管理所

竹；理施設

取水口，子f1iii取水口，

幹線水路，初水機

竹；理課 （竹.flf!, i電通）

d 

m E里管

水系｝くは大？下等のブロ

ソクヰlfすで組織

水の;V.~ ~久日常'n'l1!!等

をわう （音II落単f1i：，最

寄耕地等で組織する ）

車EE里管

資料群馬用水十地改良区
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第2図 営農改善施策の組織

di群馬用水運営対策協議会

公団．県，土地改良lX:
で組織して’：：＼・ecをケめ
た1作lら用水の運’以につ
いて得議して行針をH
出す。

c l群馬用水地域利水改善
グループ連絡協議会

52グルーフの代表r；を
もって組 織 し 県．普
及所の指導のもとに連
絡協調をわう。

bl 手IJ水改善グループ

52グループ 1,341f，の
会れによ って管理以を

母体に組織している。

資料併問用水I地改良lメ

a l群馬用水土地改良区

調守主謀を窓llに3
f-Jlf4:の-'f•；務局を jll

当している。

f I群馬用水営農推進協議会

土地改良ll. 15ヶ市町

村＇ 21農協で組織して
いる。

i eJ 支部（21農協）

: I農協毎に農業関係役員．

ー ー 一 一 一 一 一 一 一 」｜ 管内区役li等で組織し
ている。

こうした法律関係については．必ずしも定説はなく 一概にこのように言レ切ること

は出来ないであろうか，こうした傾向は指摘することができるように思われる。

第 2に，上のこ とと関連するが，利根川からの水の取水量it句必ずしもし地改良

区，農民の要望どおりに：主実現されていなレことである。とく に水資源開発公団ti.,

年間取水総量を厳し く守るように取水していて，これを主主えそうになると水需要を抑

制する行動をとるとレう。問題は，千下問の取水総量の規制値の性格であろう。 この｛直

は，計画基準年の取水最であって，農業水平IJ側i.t，“円安”にすぎず規制値で；工ない

とL、う立場をとってレるものである。特に住水年にあって：I，過度の節水a海への無

効紋流を増加させるだ；すであり，水符理費用の節減からも句絵、世規制：工つつしむへき

であると考えられる。ともかくも，水供給身としての水資源開発公団が，総扇：規制を

伴った水管理を行っているニ との問題点を指摘しておきfニL、のである。 この点；工。次

章でも関連して触れられよう。

b) 営農改善；こかかる地減組織
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営農改善にかかる当地区の地域組織は，きわめて異色である。第2図のように，群

馬用水土地改良区が，群馬用水運営対策協議会，群馬用水地域利水改善グループ連絡

協議会，群馬用水営農推進協議会の三組織の事務局を担当するなど，これらの中心的

存在となっている。

最も注目すべきものは，利水改善グループである。現在52グル プ， 1,341名の会

員によって，管理区（市町村単位）を母体に組織されている。この組織は，農業者の

自発的意志、に基づき結成されたものであるが，土地改良区の熱心な指導援助の成果で

もある。利水改善グループは，用水営農に関する体験交流と技術の普及を通して，本

地域の農業発展の原動力となったと評価されている。その発足（昭和47）に至る経

緯，活動の詳細は3）のとおりであるが，多彩なグループ。活動をサポートする組織が，

群馬用水運営対策協議会（昭和47設立）で，公団（管理部長），県（農務部長），土地

改良区（理事）により組織され，指導助言，財政援助等を行っている。

c) 改良普及と市場対策にかかる地域組織

群馬用水営農推進協議会は，土地改良区，市町村，農協により昭和53年に組織され

ている。目的は，主に改良普及と市場対策である。ややもすれば土地改良区の独走体

制となるおそれのあった群馬用水地域で，農協が販売対策を，普及所が営農技術上の

サポートをそれぞれ担当する役割分担を，他の組織に少し遅れて位置づけたというこ

とである。

② 群馬用水土地改良区

群馬用水土地改良区は，昭和38年 4月に設立された。組合員数12,600名，理事29

名，監事5名，総代100名からなる。

職員は36名で，庶務課，管理課，賦課徴収課，調整課，換地課の5課制をと ってい

る。

この土地改良区の職員組織で特筆すべきことは，昭和47年に置かれた“調整課”が，

変動する受益面積の把握とともに，営農指導活動を行ってレることである。この課の

発足は，利水改善グノレープの発足（昭和47) と軌をーに している。現在，同課主任の

一人は，干IJ水改善グループ連絡協議会の設立総会の議長を務めた施設園芸農家である

し，他の一人は，農業改良普及員 OBである。同じ群馬県内の畑地濯概土地改良区で

ある薮塚台地土地改良区でも，農業改良普及員 OBI名を職員にむかえ，地区内の用

水営農指導に当たってし、る。

こうした用水営農指導の専属職員を土地改良区内に配置している例は全国にも多く

ないものと思われるが，畑地濯減土地改良区の運営上きわめて重要である。 3）に述べ

るような活動を活発に展開するには，組織体制がしっかり していなければならないか

らである。
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3) 用水営農改善とその推進

① 用水営農改善活動の経緯と背景

土地改良広が水管理業務を開始した当初1 600間余に及ぶ地元説明会におL、て，“我

々はL、ったL、水をつかって何をつくればよ いのか”“土地改良灰も我々の営農に力を

入れてもらいたし、”と L、う意見， ?11望が多く出されたと L、う。並の土地改良区であっ

たならば，“それは市町村，改良普及所の仕事”と片つけてしまうところであろうが，

群馬用水土地改良区：:t.組合員のこの声を真正面から受：十主めた。受益j也と市町村区

域が全く重なっているわけでもないので，市町村や普及所に群馬用水区域だけに対す

るキメ細かい営農指導を期待することには無理があるとの見通しもあった。

そこで， 営農指導方針を定め，さらに職員体制を整備 し守本格的な用水営農指導に

乗り出したのである。こうした背長には，昭和44年から始まった米の生産調整があっ

たことは否めない。受益地の大幅変更（開田 4,500haの当初計酬も 400haにとどま

った。）に伴っ て，田畑輪換から本格的な畑地j雀i慨へと．水使用計画の大幅変更を余

儀なくされたのである。

② 利水改善グルー プ

昭和47年に，干IJ水改善グループ協議会の設立総会が60名の施設閑芸農家の参加を も

とにとり行われた。当時：r.，水田でなければ施設園芸：主出来ないといわれてレた。畑

だと，水もちが悪人＼傾斜がある，仮にポンプを掘る；こしても地ド水位がかなり低く

費用ヵ、かかる。水田であれ；え平均だ し，水もちもよく ．水の便もよレ。その上．長

年の水田耕作で土壊の肥培管理が進んでいて肥沃であり，また夏場の湛水が連作障害

防止にもつながる。

畑で，上のような田のもつ有利さを確保するには， j差額用水の導入 と これに附帯

する畑地の圃場整備の実施が不可欠であり ，そのよう な条件の整った本地区の畑作農

家（;t，従来の水田における施設園去の延長線上にとレうよりも，さらに進んで，畑作

用水営農技術の習得に意欲を見せた。 すなわち，受益農家が “営段集団” “生産組合”

“出荷組合”などの形で自発的にまとまりをもったものが．その上；こ “水利用”をプ

ラスして，そのまま“利水改善グループ”となったものが多いのである （36グループ，

800人）。したがって，初めの ころ活発だったのは， 米麦部会 （耕種部会ともいう ）や

養蚕部会であったが， しだいに野菜や施設園芸の部会がさかんになった。現在のグル

ープ数（主52でグル プ員：;t1,341 iうである。

クループの運営に対する補助金は全体で100万円で，お茶代程度にすぎなL、。グル

ープのメリ y 卜；工体験発表会や見学会を通して，水の利活用について情報交換を行う

ことである。各グループごとのH常的な会合に加えて，県耕地諜，普及所等の協力で

年 A 回利水営農改善の体験発表会を約300名のグループ員を集めて盛大に行う。 この

他，先進地の研修，利水展示掴の設置，多門的利水の研究会等を実施してし、る。
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③ 用水営農改善活動の成果

こうした活動の成果は，！日水営農の改善となってあらわれた。“不lj水改善グループ

に入っている人は水のかけ)jがうまい”といわれている。ホウレンソウ（路地では日

よけ風よけのためマノレチヵ、必要であるが，ここでは桑の間作でありマルチは使用され

ていない）の播種期が濯水により調整できるので収穫，出荷労働量を調整でき，家族

労働力の範闘で規模鉱大することが可能となった。北橘村等 2町村で昭和57年 JOO

haだったホウレンソウ作付面積が昭和60年には 600haに増えた。潅水し有機質を入

れて安定した収量が得られるようになり，ここ ではむしろ桑よりも ホウレンソウが表

作とな っている。 とくに水をよく吸う キュウリでは 3～5日に 1回 5分程の濯水を行

うほかイヤ地回避のため l年おきに15～20日間の湛水を行 う。これらによって根がし

っかり張るようになり， 12月定植から 6月まで 3凶の収穫が得られる。単収10t～15 

tで，常時労働力 2人で 1戸につきハウス 30aが限度だが， 1,000万円の組収入は期

待できるとしみ。ヒニーノレの張りかえ作業には手lj水改善グノレープの仲間40～50人が来

て半日で終えることができるのも，利水改善グノレープのメリ γ トという（富士見村キ

ュウリ栽培農家）。

利水改善グループ（イチコ＇＇ 22人， 3ha）の副会長をしている，子持村イチゴ栽培

農家によれば， イチコは，以前は熟田でつくるものというのが常識であった。 火山灰

性の軽しょ う土でつ くれるのは潅水のおかげである とLづ。 ｜司氏は 15a程のハウス

イチゴをつ くっている。親の代から深さ 40mの井戸を掘ってイチコを始め，現在の

作土で20年間栽培している。i手石層なので代掻をやらないと水が張れなし、が，水はけ

が良いのでイヤ地はなL、。 12月末から 3月にかけて出荷する。レイコウ，ニョホウな

どがクリスマスには 1箱 1万円， 1月には2,000～3,000門になる。ただし， 3月には

ダナーが出まわるのであまりメリッ卜はない。標高の高いとこ ろ（EL=l,OOOm位）

で苗をつくり，葉泊、 3～4枚つく 9月末ころに当地へ降ろす，レわゆる「リレー栽培J

を行っている。水のかけ方，士の消毒 肥培管理など利水改善グループで研究しあっ

て，良レ成果をあげているとしづ。

タイコンは矯種期の遊水で発芽をそろえ，計画生産安定出荷を降雨に依存せず行っ

ている。

省力化のため導入したワイ化リンゴは，根が浅くなるので点滴濯瓶を実施して好成

績を得ている。

ゾイタケのほだ場でのス プリンクラ ー濯水11，温度を上げて気温を適温にするた

め，菌の増殖， シイタケのI曽収，品質向上に効果が著しく，同県の生産量全国一に

役買っている。

この他，手lj水改善グルー プが中心と なって先進地の視察研修，利水展示圃の設置，

多目的利水の研究会等を実施し，サトイモの品種改良など，作物の品種改良や，栽培
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方法の改良に貢献している。

4) 人づくり 文化っくり

①後継者づくり

事業を成功に導くひとつの鍵は，人づくりである。群馬用水土地改良区でも， ユニ

ークな後継者っくりにとりくんでいる。すなわち農業高校を卒業した農家の子弟を対

象に研修留学生を募り，豊川用水等の先進地区の農家へ 1ヵ年送り こんで研修させ

る。その終了者には，就農補助金と して l人30万円を支給する。終了者は昭和50年か

ら60年までに35名を数え，同窓会が年 l回行われるなど， 交友による団結も生まれ，

先進地から持ちかえったメロン栽培技術の普及等，手lj水改善グループのリーダー格と

して活躍 している者が多い。

② 群馬用水まつ り

すでに記したとお り，群馬用水地域は，広大な地域に展開しており ，その地域的な

まとまりを意識的に図ることが重要である。その文化面での取り組みとして，“群馬

用水まつり ”がある。

この“まつり”は，昭和59年10月に子持村多目的研修センターで開催されたのを皮

切りに，毎年 l回，各市町村持回りで，実施することとされている。内容は，アトラ

クνョン（中学生ブラ スバンド演奏， 詩吟琴おどり カラオケ大会八木節），

展示（習字，ポスター，生花，手芸，散水器具， 農機具，群馬用水ヒデオ上映， 11で

みる群馬用水， その他人 即売 （野菜，花鉢物等），サ ヒスコーナー（こんにゃく作

り実習，先着1,000名への牛乳の無料進呈）等となっている。 この催しは，群馬用水

土地改良区が中心となり，各市町村役場，農協，営農推進協議会，利水改善グループ

連絡協議会の共催で行われている。“水がとりもつ縁”が“まつり”によ って，いっ

そう深く なるものと恩われる。

4. むすび

うえで見たように，群馬用水では，水は生産手段として明確に自覚され，用水農作

物の産地化に成功し，し、わゆる “単品目経営段階（用水営農の第E発展段階）”をむ

かえていると言ってよいであろう九 第E発展段階から第血発展段階のステッ プアッ

プ．に，土地改良区は，とりわけ営農指導の面で，決定的役割を果しつつあるというこ

とである。

こうした群馬用水土地改良区の活動が，昭和60年度朝日農業賞の候補対象となっ

た。“畑模事業における伎術開発，畑地における水利用方式の開発，営農方式の新た

な展望の提示，新作目の導入など，多面的な2韮農技術指導を関係市町村，農協，普及

所などと組織的連携をばかり推進し，新産地形成，中骸農家群の育成を果たしさら
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に，新規作物に取り組む青年農業者の育成のため留学生制度を土地改良区の基金造成

により行い，また， 利水グループを広範に組織しつつ営農技術の普及をはかったこと

が，水が農業の基本であるという認識を深めさせたことにとどまらず，技術普及の組

織論に新たな一石を投じたものと評価” （朝日農業賞事務局の「所見」より）された

からである。惜 しくも，“土地改良区を営農集団とみなすかどうかという点で意見が

分かれた” （向上）ため，全国表彰には至らなかったが，全国の畑地帯土地改良区の

手本たりうる資格をもつものと，高い評価を受けたことには変わりがない。

今後，用水営農の第E発展段階から第N発展段階（高度多品目段階）へと進展する

ならば，群馬用水地区の水利用は新たな局面をむかえることになる。すなわち，水利

用のより一層の周年化と水使用量の増大である。そのような状況に対応して，群馬用

水土地改良区は，地区内水利調整機能を強化させていくことが求められようが，これ

までの土地改良区の地域諸活動が，地区内水利調整において，プラスの方向に作用

し，“地域資源管理団体6）”として土地改良区が成長変身した姿を現わすものと期待さ

れるのである。

それは関東洪積台地の水利化のひとつの到達点と言ってよいが，ひとり関東地方に

とどまらず，全国の畑地帯土地改良区に明るい展望を与えるものと考えられる。
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〔注〕

1) 千賀裕太郎“畑地濯減の特質と今後の課題一一関東洪積台地の水利化にむけて

”1986. 10，水利科学 No.172，水利科学研究所， pp.50, 63 

2) 向上1)'p. 57 

3) 群馬用水土地改良区資料より

4) 川尻裕一郎“低湿水田地域における濯瓶発展の基礎過程に関する研究一 一新潟平

野を例としてー－＂東京大 学学位論文， 1985.12 

5) 同上1) p. 56，第 2図及び第 3図

6) 岡部 守“土地改良区と農村環境保全” 1982，農政調査委員会

（宇都宮大学農学部助教授農学博士）
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